
Ⅰ（告示名） Ⅱ（該当成分例） Ⅲ（別名又は略称）
Ⅳ（Ⅲ欄の別名又は略
称）

1 二―アミノ―四―ニトロ
フェノール

- - -

2 二―アミノ―五―ニトロ
フェノール及びその硫酸塩

- - -

3 一―アミノ―四―メチル
アミノアントラキノン

- - -

4 安息香酸及びその塩類 安息香酸 - -

4 安息香酸及びその塩類
安息香酸ナトリウムカ
フェイン

アンナカ 安息香酸塩

4 安息香酸及びその塩類 安息香酸ナトリウム 安息香酸Ｎａ -

4 安息香酸及びその塩類 安息香酸アルミニウム 安息香酸Ａｌ -

5 イクタモール - - -

6 イソプロピルメチルフェ
ノール

イソプロピルメチル
フェノール

シメン－５－オール -

7 三・三’―イミノジフェ
ノール

- - -

8 ウリカーゼ - - -

9 ウンデシレン酸及びその
塩類

ウンデシレン酸 - -

9 ウンデシレン酸及びその
塩類

ウンデシレン酸亜鉛 - -

10 ウンデシレン酸モノエタ
ノールアミド

11 ウンデシレン酸モ
ノエタノールアミド

ウンデシレナミドＭＥ
Ａ

-

11 エデト酸及びその塩類 エデト酸 ＥＤＴＡ -

11 エデト酸及びその塩類
エデト酸ナトリウム水
和物

エチレンジアミン四酢
酸

エデト酸塩



11 エデト酸及びその塩類
エデト酸ナトリウム水
和物

二ナトリウム エデト酸塩

11 エデト酸及びその塩類
エデト酸ナトリウム水
和物

エチレンジアミン四酢
酸２Na

エデト酸塩

11 エデト酸及びその塩類
エデト酸ナトリウム水
和物

エデト酸ナトリウム エデト酸塩

11 エデト酸及びその塩類
エデト酸ナトリウム水
和物

エデト酸 Na エデト酸塩

11 エデト酸及びその塩類
エデト酸ナトリウム水
和物

ＥＤＴＡナトリウム エデト酸塩

11 エデト酸及びその塩類
エデト酸ナトリウム水
和物

ＥＤＴＡNa エデト酸塩

11 エデト酸及びその塩類
エデト酸二カリウム二
水塩

ＥＤＴＡ－２Ｋ エデト酸塩

11 エデト酸及びその塩類 エデト酸二ナトリム ＥＤＴＡ－２Ｎａ エデト酸塩

11 エデト酸及びその塩類 エデト酸三ナトリウム ＥＤＴＡ－３Ｎａ エデト酸塩

11 エデト酸及びその塩類 エデト酸四ナトリウム ＥＤＴＡ－４Ｎａ エデト酸塩

11 エデト酸及びその塩類
エデト酸四ナトリウム
二水塩

- エデト酸塩

11 エデト酸及びその塩類
エデト酸四ナトリウム
四水塩

- エデト酸塩
12 塩化アルキルトリメチル
アンモニウム ※本成分につ
いては 炭素数の明記を省

塩化アルキルトリメチ
ルアンモニウム

ベヘントリモニウムク
ロリド

-
12 塩化アルキルトリメチル
アンモニウム ※本成分につ
いては 炭素数の明記を省

塩化アルキル（１６，
１８）トリメチルアン
モニウム

塩化ベヘニルトリメチ
ルアンモニウム

-
12 塩化アルキルトリメチル
アンモニウム ※本成分につ
いては 炭素数の明記を省

塩化アルキルトリメチ
ルアンモニウム液

塩化ベヘニルトリメチ
ルアンモニウム

-
12 塩化アルキルトリメチル
アンモニウム ※本成分につ
いては 炭素数の明記を省

塩化アルキル（１６，
１８）トリメチルアン
モニウム液

塩化ベヘニルトリメチ
ルアンモニウム

-
12 塩化アルキルトリメチル
アンモニウム ※本成分につ
いては 炭素数の明記を省

塩化アルキル（２８）
トリメチルアンモニウ
ム液

塩化ベヘニルトリメチ
ルアンモニウム

-

13 塩化ジステアリルジメチ
ルアンモニウム

塩化ジステアリルジメ
チルアンモニウム

ジステアリルジモニウ
ムクロリド

-



13 塩化ジステアリルジメチ
ルアンモニウム

塩化ジステアリルジメ
チルアンモニウム末

ジステアリルジモニウ
ムクロリド

-

14 塩化ステアリルジメチル
ベンジルアンモニウム

 塩化ステアリルジメ
チルベンジルアンモニ
ウム

ステアラルコニウムク
ロリド

-

15 塩化ステアリルトリメチ
ルアンモニウム

塩化ステアリルトリメ
チルアンモニウム

ステアルトリモニウム
クロリド

-

15 塩化ステアリルトリメチ
ルアンモニウム

塩化ステアリルトリメ
チルアンモニウム液

ステアルトリモニウム
クロリド

-

16 塩化セチルトリメチルア
ンモニウム

塩化セチルトリメチル
アンモニウム

セトリモニウムクロリ
ド

-

17 塩化セチルピリジニウム
塩化セチルピリジニウ
ム

セチルピリジニウムク
ロリド

-

18 塩化ベンザルコニウム 塩化ベンザルコニウム
ベンザルコニウムクロ
リド

-

18 塩化ベンザルコニウム 塩化ベンザルコニウム
ベンザルコニウム塩化
物

-

18 塩化ベンザルコニウム
塩化ベンザルコニウム
液

ベンザルコニウム塩化
物液

-

18 塩化ベンザルコニウム
濃ベンザルコニウム塩
化物液５ ０

濃塩化ベンザルコニウ
ム液５０

-

19 塩化ベンゼトニウム 塩化ベンゼトニウム
ベンゼトニウムクロリ
ド

-

19 塩化ベンゼトニウム 塩化ベンゼトニウム ベンゼトニウム塩化物 -

19 塩化ベンゼトニウム 塩化ベンゼトニウム液
ベンゼトニウム塩化物
液

-

20 塩化ラウリルトリメチル
アンモニウム

塩化ラウリルトリメチ
ルアンモニウム

ラウリルトリモニウム
クロリド

-

20 塩化ラウリルトリメチル
アンモニウム

塩化ラウリルトリメチ
ルアンモニウム液

ラウリルトリモニウム
クロリド

-

21 塩化リゾチーム 塩酸リゾチーム 塩酸リゾチーム -

21 塩化リゾチーム 塩酸リゾチーム リゾチーム塩酸塩 -

22 塩酸アルキルジアミノエ
チルグリシン

塩酸アルキルジアミノ
エチルグリシン

アルキル（Ｃ１２－１
４）ジアミノエチルグ
リシンＨＣｌ

-



22 塩酸アルキルジアミノエ
チルグリシン

塩酸アルキルジアミノ
エチルグリシン液

アルキル（Ｃ１２－１
４）ジアミノエチルグ
リシンＨＣｌ

-

23 塩酸クロルヘキシジン
 塩酸クロルヘキシジ
ン

クロルヘキシジン２Ｈ
Ｃｌ

-

23 塩酸クロルヘキシジン
 塩酸クロルヘキシジ
ン

クロルヘキシジン塩酸
塩

-

24 塩酸二・四―ジアミノ
フェノキシエタノール

- - -

25 塩酸二・四―ジアミノ
フェノール

- - -

26 塩酸ジフェンヒドラミン
塩酸ジフェンヒドラミ
ン

ジフェンヒドラミンＨ
Ｃｌ

26 塩酸ジフェンヒドラミン
塩酸ジフェンヒドラミ
ン

ジフェンヒドラミン塩
酸塩

27 オキシベンゾン オキシベンゾン オキシベンゾン－３

28 オルトアミノフェノール
及びその硫酸塩

オルトアミノフェノー
ル

アミノフェノール

28 オルトアミノフェノール
及びその硫酸塩

硫酸オルトアミノフェ
ノール

硫酸アミノフェノール

29 オルトフェニルフェノー
ル

オルトフェニルフェ
ノール

フェニルフェノール

30 カテコール - - -

31 カンタリスチンキ カンタリスチンキ マメハンミョウエキス

32 グアイアズレン - - -

33 グアイアズレンスルホン
酸ナトリウム

グアイアズレンスルホ
ン酸ナトリウム

グアイアズレンスルホ
ン酸Ｎａ

グアイアズレンスルホ
ン酸塩

34 グルコン酸クロルヘキシ
ジン

 グルコン酸クロルヘ
キシジン

-

34 グルコン酸クロルヘキシ
ジン

グルコン酸クロルヘキ
シジン液

クロルヘキシジングル
コン酸塩液

35 クレゾール - - -



36 クロラミン T - - -

37 クロルキシレノール - - -

38 クロルクレゾール - - -

39 クロルフェネシン - - -

40 クロロブタノール - - -
41 五―クロロ―二―メチル
―四―イソチアゾリン―三
―オン 42 酢酸―dl―α ―

五―クロロ―二―メチ
ル―四―イソチアゾリ
ン―三―オン 42 酢酸

メチルクロロイソチア
ゾリンオン

41 五―クロロ―二―メチル
―四―イソチアゾリン―三
―オン 42 酢酸―dl―α ―

メチルクロロイソチア
ゾリノン・メチルイソ
チアゾリノン液

メチルクロロイソチア
ゾリノン

42 酢酸ｄｌ－α －トコ
フェロール

酢酸ｄｌ－α －トコ
フェロール

酢酸トコフェロール
ビタミンＥ酢酸エステ
ル

42 酢酸ｄｌ－α －トコ
フェロール

酢酸ｄｌ－α －トコ
フェロール

トコフェロール酢酸エ
ステル

ビタミンＥ酢酸エステ
ル

42 酢酸ｄｌ－α －トコ
フェロール

酢酸ＤＬ－α －トコ
フェロール

トコフェロール酢酸エ
ステル

ビタミンＥ酢酸エステ
ル

43 酢酸ポリオキシエチレン
ラノリンアルコール

 酢酸ポリオキシエチ
レンラノリン

酢酸ラネス－９

43 酢酸ポリオキシエチレン
ラノリンアルコール

 酢酸ポリオキシエチ
レンラノリン

酢酸ラネス－１０

44 酢酸ラノリン - - -

45 酢酸ラノリンアルコール
 酢酸ラノリンアル
コール

酢酸ラノリル

46 サリチル酸及びその塩類 サリチル酸 -

46 サリチル酸及びその塩類 サリチル酸チタン - サリチル酸塩

46 サリチル酸及びその塩類 サリチル酸ナトリウム サリチル酸Ｎａ サリチル酸塩

47 サリチル酸フェニル - - -



48 一・四―ジアミノアント
ラキノン

- - -

49 二・六―ジアミノピリジ
ン

- - -

50 ジイソプロパノールアミ
ン

 ジイソプロパノール
アミン

ＤＩＰＡ

51 ジエタノールアミン  ジエタノールアミン ＤＥＡ

52 システイン及びその塩酸
塩

Ｌ－システイン システイン

53 システイン及びその塩酸
塩

ＤＬ－システイン システイン

54 システイン及びその塩酸
塩

Ｌ－システイン（２） システイン

55 システイン及びその塩酸
塩

ＤＬ－システイン
（２）

システイン

56 システイン及びその塩酸
塩

Ｌ－システイン塩酸塩 塩酸システイン

57 システイン及びその塩酸
塩

塩酸Ｌ－システイン システイン塩酸塩

58 システイン及びその塩酸
塩

塩酸ＤＬ－システイン システイン HCｌ

53 シノキサート - - -

54 ジフェニルアミン - - -

55 ジブチルヒドロキシトル
エン

ジブチルヒドロキシト
ルエン

ＢＨＴ
56 一・三―ジメチロール―
五・五―ジメチルヒダント
イン(別名DMDM ヒダント

一・三―ジメチロール
―五・五―ジメチルヒ
ダントイン

ＤＭＤＭヒダントイン

57 臭化アルキルイソキノリ
ニウム

臭化アルキルイソキノ
リニウム

ラウリルイソキノリニ
ウムブロミド

57 臭化アルキルイソキノリ
ニウム

臭化アルキルイソキノ
リニウム液

-

58 臭化セチルトリメチルア
ンモニウム

臭化セチルトリメチル
アンモニウム

セトリモニウムブロミ
ド



58 臭化セチルトリメチルア
ンモニウム

臭化セチルトリメチル
アンモニウム液

セトリモニウムブロミ
ド

58 臭化セチルトリメチルア
ンモニウム

臭化セチルトリメチル
アンモニウム末

セトリモニウムブロミ
ド

59 臭化ドミフェン - - -

60 ショウキョウチンキ  ショウキョウチンキ ショウキョウエキス

60 ショウキョウチンキ ショウキョウ 生姜

60 ショウキョウチンキ ショウキョウ 乾生姜

60 ショウキョウチンキ ショウキョウ末 生姜末

60 ショウキョウチンキ ショウキョウ末 乾生姜末

61 ステアリルアルコール

62 セタノール

63 セチル硫酸ナトリウム

64 セトステアリルアルコー
ル

65 セラック

66 ソルビン酸及びその塩類

67 チオグリコール酸及びそ
の塩類

68 チオ乳酸塩類

69 チモール

70 直鎖型アルキルベンゼン
スルホン酸ナトリウム



71 チラム

72 デヒドロ酢酸及びその塩
類

73 天然ゴムラテックス

74 トウガラシチンキ

75 dl―α ―トコフェロール

76 トラガント

77 トリイソプロパノールア
ミン

78 トリエタノールアミン

79 トリクロサン

80 トリクロロカルバニリド

81 トルエン―二・五―ジア
ミン及びその塩類
82 トルエン―三・四―ジア
ミン

83 ニコチン酸ベンジル

84 ニトロパラフェニレンジ
アミン及びその塩類

85 ノニル酸バニリルアミド

86 パラアミノ安息香酸エス
テル
87 パラアミノオルトクレ
ゾール
88 パラアミノフェニルスル
ファミン酸



89 パラアミノフェノール及
びその硫酸塩
90 パラオキシ安息香酸エス
テル

91 パラクロルフェノール
92 パラニトロオルトフェニ
レンジアミン及びその硫酸
塩
93 パラフェニレンジアミン
及びその塩類
94 パラフェノールスルホン
酸亜鉛
95 パラメチルアミノフェ
ノール及びその硫酸塩

96 ハロカルバン

97 ピクラミン酸及びそのナ
トリウム塩
98 N・N ―ビス(四―アミノ
フェニル)―二・五―ジアミ
ノ―一・四―キノンジイミ99 N・N ―ビス(二・五―ジ
アミノフェニル)ベンゾキノ
ンジイミド 100 五―(二―ヒ102 二―(二―ヒドロキシ―
五―メチルフェニル)ベンゾ
トリアゾ ール
103 ヒドロキノン

104 ピロガロール
105 N―フェニルパラフェ
ニレンジアミン及びその塩
類
106 フェノール

107 ブチルヒドロキシアニ
ソール

108 プロピレングリコール



109 ヘキサクロロフェン

110 ベンジルアルコール

111 没食子酸プロピル
112 ポリエチレングリコー
ル(平均分子量六〇〇以下の
ものに限る )
113 ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル硫酸塩類
114 ポリオキシエチレンラ
ノリン
115 ポリオキシエチレンラ
ノリンアルコール

116 ホルモン

117 ミリスチン酸イソプロ
ピル

118 メタアミノフェノール

119 メタフェニレンジアミ
ン及びその塩類
120 二―メチル―四―イソ
チアゾリン―三―オン
121 N・N ―メチレンビス
［N’―(三―ヒドロキシメチ
ル―二・五―ジオキソ―四
122 モノエタノールアミン

123 ラウリル硫酸塩類

124 ラウロイルサルコシン
ナトリウム

125 ラノリン

126 液状ラノリン



127 還元ラノリン

128 硬質ラノリン

129 ラノリンアルコール

130 水素添加ラノリンアル
コール
131 ラノリン脂肪酸イソプ
ロピル
132 ラノリン脂肪酸ポリエ
チレングリコール
133 硫酸二・二 ―［(四―ア
ミノフェニル)イミノ］ビス
エタノール 134 硫酸オルト
135 硫酸四・四’―ジアミノ
ジフェニルアミン
136 硫酸パラニトロメタ
フェニレンジアミン
137 硫酸メタアミノフェ
ノール

138 レゾルシン

139 ロジン
140 医薬品等に使用するこ
とができるタール色素を定
める省令(昭和四十一年厚生
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